
証券コード：2178

www.tr i - s tage. jp

第11期

Business Report
2016年3月1日～2017年2月28日

株主通信



1 Business Report 2017

　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、 厚く

御礼申し上げます。

　株式会社トライステージは、2018年2月期を最終年

度とする3ヵ年の中期経営計画を鋭意推し進めており、

当期2017年2月期の業績は当初予想を上回るとともに、

前期比でも大幅な増収増益を果たしました。

　当社は、創業から11年、失敗を恐れず常にチャレンジ

することで自ら変化しながら成長してまいりました。そ

して現在、当社は中期経営計画に基づく積極的な投資戦

略によって、グループ会社数の増加、社員数の増加、シ

ステム刷新によるコストや効果の「見える化」の推進な

ど、大きな変化の真っ只中にあります。

　株主の皆様におかれましては、こうした当社グループ

の歩みに期待と若干の不安を抱きつつ持続的なご支援を

いただいているものと存じます。皆様の期待に応え、不

安を払拭するためにも、当社は、これまでの投資をグルー

プシナジーという成果へとつなげ、グループ全体で新た

な成長を図ってまいります。

　よく言われることではありますが、グループが継続的

に成長するためには、シナジーを効かせて1＋1が3以

上になる必要があります。そのためには、グループ各社

個々がしっかりと自立する必要があると私は考えます。

私は、当社グループが、“1社1社が価値のある”力強い

組織体となるよう、グループ各社の組織づくりを強力に

サポートしてまいります。

　私は、企業とは「社会の公器」であり、ダイレクトマー

ケティングの社会的価値を高めていくことが当社の使

命であると考えております。そしてまた、上場会社であ

る当社には、“株主価値”を持続的に高めていく使命があ

るものと認識しております。だからこそ社員には、長期

的な視点を持ってダイレクトマーケティングに係わるす

べての人々の満足を追求する姿勢を大切にして欲しいと

常々言い続けています。その結果、“今よりちょっと便

利になった”と消費者の皆様に感じていただければ、そ

れがダイレクトマーケティングの社会的価値と株主価値

の双方の向上につながっていくものと確信しています。

　株主の皆様には、引き続き当社の理念と経営に、ご理

解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

To Our Shareholders

大きく変化しつつある
トライステージグループは、
株主価値をさらに高め、
次の成長を目指します。

■ 代表取締役会長

ごあいさつ
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Financial Highlights財務ハイライト

　2018年2月期の連結業績は、売上高54,752百万円（前年同期比15.8％増）、営業利益1,488百万円（前

年同期比6.7％増）、経常利益1,429百万円（前年同期比4.6％増）、親会社株主に帰属する当期純利益600

百万円（前年同期比21.2％減）を見込んでおります。

次期（2018年2月期）の
業績見通しについて

※当社は、2017年3月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。1株当たり指標につきましては各期比較しやすいよう、
　当該株式分割に伴う影響を加味し遡及修正を行った場合の数値を表記しております。

営業利益 （単位：百万円） 経常利益 （単位：百万円）

（単位：百万円）親会社株主に帰属する当期純利益 総資産 純資産/自己資本比率 （単位：百万円、%）（単位：百万円）

売上高 （単位：百万円）

1株当たり当期純利益金額※ 1株当たり純資産※ （単位：円）（単位：円）ROE （単位：%）
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トライステージの事業

ダイレクトマーケティングの
イノベーションカンパニーとして

トライステージは、ダイレクトマーケティング（≒通信販売）を実施する企業に対して、テレビ通販番組枠・CM枠のご提供に加

え、商品に合わせた“売れる”番組制作、効率的なコールセンター受注支援、顧客管理におけるダイレクトメール発送代行など

を実施。通信販売事業の総合的な支援を行っています。今後も、ダイレクトマーケティング支援の第1人者として、国内外にお

いて他には無い革新的なビジネスモデルを創造し続け、ダイレクトマーケティングの新時代を築いていきます。

トライステージの強み

データに基づく
最適な媒体提供

1

注 文 発送・受取 継 続

商品開発 事業計画 表現企画 媒体選定 受注 効果分析 情報加工 物流・決済 顧客管理表 媒 定 効 情 物 済 顧

通信販売
実施企業

通信販売実施に必要なあらゆるサービスをトータルで支援

圧倒的な通販媒体の保有量と蓄積
データの分析に基づき、ターゲットに
合った費用対効果の高い媒体を提供
しています。

視 聴

私たちは3つの強みでクライアントの通販売上の最大化に貢献します

データ
ベース

シェア

No.1No.1

ロジックに基づく
映像制作

2

商品の特性を踏まえ、独自のロジック
に基づく効果的な広告表現を提供し
ています。

売れる通販番組の8つのポイント

構成

オーダー商品

演出
キャッチ
コピー

注文要素

差別化

商品内容価格

信頼

実証

効果的な受注管理3

複数のコールセンターとの提携によ
り、消費者の注文を効率的に受ける受
注管理ノウハウを保有しています。

注 文

コール
センター

消費者

C社A社 B社

消 費 者
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トライステージとは…



トライステージのこれから

中期経営計画最終年度の目標に向かって
邁進します

473億円

371億円
321億円

360億円338億円

最終年度目標

現中期経営計画前中期経営計画

24億円
営業利益
(EBITDA)

555億円
売上高

第7期（実績）
’13/2

第8期（実績）
’14/2

第9期（実績）
’15/2

第10期（実績）
’16/2

第11期（実績）
’17/2

第12期（目標）
’18/2

ビジョン

中期経営計画（2016年2月期～2018年2月期）の概要

成長戦略として推進する4つのカテゴリー（次期の戦略）

テレビ事業

既存の主力事業であるテレビ事業は業務効率化・プロセス管理によっ
て売上高・利益を着実に伸ばしつつ、新規クライアント獲得と育成に
チャレンジ。

point 1 point 2 point 3
既存の

テレビ事業強化と
業務効率化

テレビ以外のメディア
売上強化

（新聞・ラジオ・DM・WEB等）

新業種の
クライアント
拡大

1 WEB事業

TVとWEBのシームレス化を見据え、ダイレクトマーケティング企業向
けに強みを持つWEB広告代理店である株式会社アドフレックス・コミュ
ニケーションズを子会社化。今後は共同で両メディアでの総合的なサー
ビス提供、TV+WEBの新サービスの開発を実施。

2

TV　WEBの新サービスの開発

DM事業

業界トップクラスのDM取扱い実績を活かしDM発送代行の競争力を強
化。また、営業体制強化により、直接取引のクライアント獲得と関西エリ
ア強化を図る。さらに、DMのトータルサービスを目指した川上領域の商
品開発によるさらなる利益改善等を推進。

3

今後も取引拡大を図り、競合優位性を維持する

DM取扱い通数 1億通‘12/2期 2億通‘16/2期

2016年度までに
獲得したASEAN
各国の拠点・販路
を活用し、日本商
品を積極展開。現
地拠点と共同して
マーチャンダイジ
ングを開始。

海外事業4
4月輸入卸売会社
を設立

海外展開の足掛かり

Malaysia(JML社)
Singapore(JML社)

海外展開の足掛かり
Indonesia(MERDIS社)

を設立立立
Thailand(TV Direct社)

Japan
Hong Kong

(JML社)

1

2

3

ダイレクト
マーケティング
におけるTV広告の
さらなる革新

TVとWEBの
シームレス化を
見据えた独自の
WEB広告の実現

海外事業の
革新的な
ビジネスモデル
での展開

WEBTV
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What is Tri-Stage?
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トップインタビュー

　当期の連結業績は、上期からの勢いが持続し、前期比で売

上高27.4％増、営業利益55.3％増と、ともに二桁の大幅な増

収増益となりました。

　増収の主な要因は、「TV事業」と「DM事業」の好調な推移

に加え、海外事業を中心に連結子会社が増加したことなどに

よります。また、増益要因には主に、「TV事業」の収益性が順

調に高まっていること、「DM事業」が当期に入って黒字化した

ことなどが挙げられます。

　これらの結果、売上総利益率は前期比1.3ポイント向上の

10.9％、売上高営業利益率は同0.5ポイント向上の2.9％とな

り、収益基盤が着実に整ってきました。

　大幅な増収増益を受けて、1株当たり配当金を当初予想の

76円から14円増配の90円とさせていただきました。ただし、

配当性向100％水準を目指す（当中期経営計画期間中）とい

う目標につきましては、今回から緩和させていただきました。

その理由は、今後も投資戦略を積極的に実行しながら事業の

成長・拡大を図っていく上で、さまざまなリスクに備えるため

の財務の健全性を確保していくことが不可欠であり、この観

点から、利益還元と内部留保のバランスをとっていくことが株

主の皆様の長期的な利益に貢献すると判断したためです。

　既存事業である「TV事業」では、「ダイレクトマーケティング

におけるTV広告のさらなる革新」を目指した取り組みを行っ

てきました。特に、放送枠については、仕入から販売までの総

合的な改革を行い、これが収益拡大の大きな原動力となって

きました。第一が“意識改革”です。当社が自らリスクを賭して

仕入れる放送枠は、安易な値下げを行うものではなく、自信

を持ってクライアントに提供していくべき商品である、という

認識を営業員に徹底して根付かせてきました。第二が“ナレッ

ジ改革”です。これは、過去の放送枠の実績をデータベース化

し、放送枠の客観的な価値判断を行うことができる独自の効

果指標を開発することで、“仕入の最適化”と“クライアントへ

の最適な放送枠の提供”を実現したものです。この2つの改革

TV事業に加え、DM事業が好調に推移し、
大幅な増収増益となりました。

当期の連結業績は、
いかがでしたか？Q1

着実に企業価値を増加させ、株主様の
長期的な利益に貢献してまいります。

配当性向100％を取り下げた意図を
教えてください。Q2

取締役社長執行役員 妹尾  勲

中計目標達成を目指しつつ
次の10年に向けた成長の
基盤を着実に構築します。

積み上がってきた確かな成果を基礎に、
成長戦略を次のステップへと進めていきます。

中期経営計画は2年目の取り組みを終え
ました。これまでの成果と今後の戦略を
教えてください。

Q3
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Top Interview

によって、「TV事業」は着実に利益体質に変わってきました。

TV通販ビジネスに対するクライアントのニーズはまだまだ旺

盛であると考えており、当社は今後も、新規クライアントの獲

得を積極的に図っていきます。

　「WEB事業」では、「TVとWEBのシームレス化を見据えた

独自のWEB広告の実現」を目指しています。この度、ダイレク

トマーケティングに特化したWEB広告代理店である株式会社

アドフレックス・コミュニケーションズをM&Aにより子会社化し

ました。今後、両社の強みを活かしたWEB広告の共同開発を

行い、TVとWEBのシームレスなサービス提供を目指します。

　「DM事業」では、既存顧客の掘り起こしや取引条件の改善

努力、収益性の高い直接取引クライアントの獲得、販管費圧

縮の継続的な取り組みなどを地道に推し進めてきた結果、当

期は黒字転換し過去最高益を更新、次期以降も売上・利益の

着実な成長が見込まれる状況となってきました。今後、更なる

利益改善に向け、主力のDM発送代行業務に加え、DM制作・

印刷といった川上領域の業務拡大を図っていきます。

　「海外事業」では、日本のビジネスモデルの横展開ではな

く、新たなビジネスモデルでの展開を目指して準備を進め

てきました。前中期経営計画において海外進出を企て、現中

期経営計画では海外事業インフラの整備に本格的に着手、

中計2年目でほぼ整備は完了したと考えています。今後は、

ASEAN諸国に確保した販売拠点に対して実際に送り込んで

いく“メイドインジャパン”商品の選定というテーマに取り組

み、海外のグループ会社と共に売上・利益を高めていく好循環

のビジネスモデルを早期に築き上げていきます。

　現中期経営計画では、M&Aを中心とする100億円規模の

投融資枠を設定し、各事業の成長を促進するべく取り組んで

います。1年目は投資案件の精査に時間を掛けました。そして

2年目の当期に、積極的な投融資の実行へと移しました。現在

（2017年3月まで）、8社に対して計49億円の投融資を実行、

これにより当社の連結対象に、子会社5社、持分法適用関連会

社1社が新たに加わりました。

　投融資によって整ってきた基盤を活用して、中計最終年度

となる次期において、成果の刈り取りを徐々に行っていきた

いと考えています。

　今後も、グループシナジーや投資回収見込みなどを的確に

判断しながら、積極的な投資姿勢を持続していきます。

　中期経営計画の最終年度となる2018年2月期の業績は、

期初の段階では、中期経営計画目標として掲げた売上高555

億円を、残念ながら若干下回る547億円と予想しています。し

かし、達成可能なものであると信じ、最後まで目標の達成を目

指してまいります。

　創業からの約10年間は、ダイレクトマーケティングの総合

的な支援を行うビジネスモデルの構築と強化・拡大に注力しな

がら、事業の成長を図ってきました。そして、創業20年に向け

た取り組みでは、次の世代が中心となって成長戦略を推進し

てもらいたい。BtoCを含め、

より自由な発想で新たなイ

ノベーション、新たな価値を

社会に提案してもらいたいと

思っております。私は、そのた

めの基盤づくりをこの中計期

間中に可能な限り進めておき

たいと考えております。

　株主の皆様には、当社グ

ループの経営に引き続きご

理解、ご支援賜りますようお

願い申し上げます。

積極的な投融資の実行によって
整ってきた事業基盤を活かし、
成果の刈り取りを図っていきます。

100億円規模の投資戦略の展開状況は
いかがですか。Q4

目標の達成に向け、最終年度の取り組みを
推し進めてまいります。

最後に、中計最終年度に対する思いを
お聞かせください。Q5



株式会社
日本ヘルスケアアドバイザーズ

〒171-0021
東京都豊島区西池袋3-27-12
池袋ウエストパークビル6階

店舗、電話、インターネット等を利用した
一般用医薬品等の販売及び通信販売

店舗
所在地

事業
内容

名称

会社概要

株式会社日本ヘルスケアアドバイザーズ

山本 理史代表取締役社長

私たちが「目指す」ヘルスケアプラットフォーム（2017年3月現在）

グループ初の通販事業進出を成功へと導くべく、
真摯に誠実に邁進してまいります。

■ お客さまにとって一番身近な「健康のかかりつけ」になる。
■ 「セルフメディケーション」を社会の当たり前にする。
■ 「日本製」にこだわった高品質な商品づくりを追求する。

NHAの
ミッション

　「日本ヘルスケアアドバイザーズ」(以下、NHA)は、トライステージグ

ループとして初めての通販事業進出を果たすべく、昨年3月に、社内ベン

チャーとして起業された会社です。

　参入市場としてNHAは、一般用漢方製剤市場を選びました。この市場

は、少子高齢化による医療費高騰、セルフメディケーションに対する意識

の高まり、慢性疾患患者の増大などを背景に、近年高い成長を示してい

ます。しかしその一方で、健康面で悩みを抱えている消費者は、ドラッグス

トアなどの対面販売の場では人目を気にして相談を躊躇する傾向があり

ます。そこで、NHAは、薬剤師や登録販売者などの有資格者にコールセ

ンターのオペレーター業務を担わせることで、人目を気にすることなく有

資格者のカウンセリングを受けながら一般用漢方製剤を購入することが

できるビジネスモデルを構築しました。本年3月の事業開始からまだ間も

ない状況ですが、カウンセリングや商品購入を希望するお客様から多く

のお電話をいただいており、また、お客様から感謝のお手紙をいただくな

ど、確かな手応えを感じています。

　NHAは今後、カウンセリングが必要とされる商品や時間をかけて体質

改善をするような商品を随時開発・提供していく予定です。そして、3つの

ミッション(下記の通り)の達成に向け、日々、真摯に誠実に邁進してまい

ります。

農地活用・地方再興・日本の活性化へ

日 本 国 内 で の 生 産日 本 国 内 で の 生 産日 本 国 内 で の 生 産産産

私たちが「目指す」 ル

日日日

原料栽培 生 産 商 品

こだわり 1

NHA お客様

相談・注文

NHA

電話カウンセリング・販売

こだわり 2

医療費抑制へ QOL改善へ

セルフメディケーションの促進

国民の健康増進へ

※外部協力先 ※薬剤師／登録販売者
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特集 ❶ 　新規事業のご紹介



　2010年に東京・御徒町で産声を上げて以来、「日本百貨店」は、「ニッポ

ンのモノヅクリにお金を廻す」という経営理念に基づいて、愚直に歩んでき

ました。作り手にきちんとお金が廻る仕組みをつくるために、一貫して同じ

ことをやり続けてきました。

　トライステージのグループに入ってから、昨年だけで新業態を含め3店

舗(横浜赤レンガ倉庫内・町田東急ツインズ内・東京駅構内)を相次いでオー

プンしました。作り手が一生懸命作ったものを、できるだけたくさんの消費

者に使ってもらう。そのために作り手と使い手の出会いの場所を作る。そう

考え、リアルの出会いの場所として、たくさんの人が通る場所に出店してい

く活動は、適切な場所を見極めながら今後も続けていきます。

　「モノヅクリにお金を廻す」ことができるならば、小売店舗の営業に限る

必要はないと考え、小売りの枠を越えた取り組みにも挑戦しています。トラ

イステージグループ入り前は全体の売上の5％以下であった卸売り事業は

10％を超える規模に成長しており、2017年は通販カタログ事業者との

取り組みやECの本格稼働も視野に入れています。さらに海外展開もグ

ループ力を活かして取り組みを開始、すでに香港のトライステージの取引

先に対して、商品販売の実績も上がってきました。

　今後も「モノヅクリにお金を廻す」ため、様々なチャネルでの日本のスグ

レモノ販売を拡大してまいります。

株式会社日本百貨店

〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号

日本各地の特産品・名産品や雑貨等を
取り扱う小売業「日本百貨店」の運営

所在地

事業
内容

名称

会社概要

鈴木 正晴

製品ピックアップ

株式会社日本百貨店

代表取締役社長

常に愚直に、「ニッポンのモノヅクリにお金を廻す」
取り組みを推し進めてまいります。

■ 作り手にお金がきちんと廻る仕組み。
■ 作り手の思いがきちんと伝わる仕組み。
■ 一過性でなくずっと続いていく仕組み。

日本百貨店が
目指すもの

　東日本大震災で被災した木
の屋石巻水産。全壊した工場
を復活させた様々なドラマが、
この缶に凝縮されています。
　三陸の良質なブランドさ
ば、“金華さば”を水揚げされ
たまま、すぐに缶詰に加工して
います。

金華さばみそ煮チャリティ缶
450円（税別）

「生食できるさばを缶詰に」
木の屋石巻水産（宮城県石巻市）

　東京に唯一残るブリキのお
もちゃ工場。ひとつひとつに
作り手の愛情が込められてい
ます。
　レトロな箱に一つ一つ納め
られていて、ギフトにも人気
です。

スパークロボット
1，500円（税別）

「昔懐かし、国産のブリキのおもちゃ」
三幸製作所（東京都葛飾区）

日本百貨店 とうきょう
（JR東日本東京駅構内地下1階グランスタ内）
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特集 ❷ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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Special Feature　2特集 ❷ 　マンガ『トライステージのお仕事』
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前 期
2016年2月29日

当 期
2017年2月28日

（資産の部）
流動資産 8,490,610 13,102,929

　　うち 現金及び預金 2,668,850 6,088,737

固定資産 1,370,662 3,514,436

　有形固定資産 264,406 521,861

　無形固定資産 331,006 1,411,049

　　うち のれん 184,579 1,215,399

　投資その他の資産 775,249 1,581,525

　　うち 投資有価証券 410,403 1,170,876

　繰延資産 － 77,316

資産合計 9,861,272 16,694,683

前 期
2016年2月29日

当 期
2017年2月28日

（負債の部）

流動負債 4,169,174 5,291,964

固定負債 279,484 2,275,570

負債合計 4,448,658 7,567,535

（純資産の部）

株主資本 5,376,658 8,786,327

その他の包括利益累計額 △ 272 105,043

非支配株主持分 16,848 204,509

新株予約権 19,378 31,266

純資産合計 5,412,613 9,127,147

負債純資産合計 9,861,272 16,694,683

（単位：千円）

前 期
2015年3月　1日～
2016年2月29日　

当 期
2016年3月　1日～
2017年2月28日　

営業活動による
キャッシュ・フロー 718,778 836,684

投資活動による
キャッシュ・フロー 4,358,457 △1,525,406

財務活動による
キャッシュ・フロー △ 4,351,898 4,081,893

現金及び
現金同等物の増減額（△は減少） 725,222 3,419,886

現金及び
現金同等物の期首残高 1,943,628 2,668,850

現金及び
現金同等物の期末残高 2,668,850 6,088,737

（単位：千円）連結キャッシュ・フロー計算書

連結貸借対照表

前 期
2015年3月　1日～
2016年2月29日　

当 期
2016年3月　1日～
2017年2月28日　

売上高 37,131,747 47,302,061

　売上原価 33,555,174 42,150,278

売上総利益 3,576,573 5,151,782

　販売費及び一般管理費 2,678,359 3,756,783

営業利益 898,213 1,394,999

　営業外収益 7,305 66,976

　営業外費用 15,093 95,277

経常利益 890,425 1,366,698

　特別利益 － 1,072

　特別損失 1,587 33,531

税金等調整前当期純利益 888,838 1,334,239

　法人税、住民税及び事業税 392,280 644,909

　法人税等調整額 17,192 △81,724

　当期純利益 479,364 771,054

　非支配株主に帰属する
　当期純利益 4,606 9,912

親会社株主に帰属する
当期純利益 474,757 761,142

（単位：千円）連結損益計算書

財務状態

総資産は、現金及び預金、受取手形及び売掛金、のれん、投資有価
証券が増加したこと等から、前期末比68億3,341万円増の166
億9,468万円となりました。また、純資産合計は、自己株式が減
少した一方で、資本剰余金が増加したこと等により、同37億1,453
万円増の91億2,714万円となりました。結果、自己資本比率は
53.3%となり、引き続き盤石な財務基盤を維持しております。

Consolidated Financial Statements連結要約財務諸表
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ご回答いただきました1,241名の株主様（返信率19.4％）の
プロフィールは、次のとおりです。
この場をお借りして、ご協力に感謝申し上げます。

当社の経営に対して期待することをうかがった結果、①「安定的
な配当」65.4％、②「収益を重視した安定的な成長戦略」38.0％、 
③「積極的な成長戦略」が31.9％という順番となりました。

株主アンケート
集計結果のご報告

第11期第2四半期株主通信におきまして、第16回目となる株主アンケートを
実施させていただきましたので、その集計結果の一部をご紹介させていただ
きます。

株主関連情報 Shareholders Information

 株式分割前の発行済株式総数 7,629,300株

 今回の分割により増加する株式数 22,887,900株

 株式分割後の発行済株式総数 30,517,200株

 株式分割後の発行可能株式総数 96,000,000株

株式分割に関するお知らせ

0.0 20.010.0 70.060.050.040.030.0（%）

22.5

9.3

10.3

2.6

65.4安定的な配当

38.0収益を重視した
安定的な成長戦略

財務体質の
健全性確保

事業領域の拡大

事業領域を絞った
拡大戦略

その他

31.9積極的な成長戦略

■ 男性 65.7%
■ 女性 24.6%
■ 無記入 9.8%

■ ～20代 2.9%
■ 30代 9.4%
■ 40代 16.8%
■ 50代 18.9%

■ 60代 31.7%
■ 70代～ 19.3%
■ 無記入 0.9%

性別 年齢

当社は、投資単位当たりの金額を引き下げることによ
り、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図るこ
とを目的として、普通株式1株につき4株の割合で株
式分割いたしました（効力発生日:2017年3月1日）。

分割による
株 式 数
の 変 化

1

4

2

3

配当政策

　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題
のひとつとして認識しており、財務基盤の強化及び今
後の持続的成長のための内部留保の充実を図りつつ、
経営成績及び財務状態を勘案し、適切な利益還元策を
検討し実施することを基本方針としております。
　当期につきましては、基本方針のもと財務健全性と
会社の成長性のバランスに鑑み、1株当たり90円の配
当を実施することを決定いたしました。
　次期につきましては、1株当たり22.5円（株式分割前
に換算すると90円）の配当を実施する予定です。

保有株式数 基準日
第2四半期（8月末）

基準日
第4四半期（2月末）

400株以上
2,000株未満

1,000円相当の
クオカード

1,000円相当の
クオカード

2,000株以上 5,000円相当の
クオカード

5,000円相当の
クオカード

株主優待制度

　当社では、株主の皆様の日頃のご支援に感謝し、毎年8月末現在または
2月末現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象として株主
優待を実施しております。

ご保有の株式数に応じてクオカードを
贈呈いたします。なお、今回の株式分
割により、2018年2月期（2017年3月1日

～2018年2月28日）から、保有株式数別
の優待内容は次の通りとなります。

年2 回
株主
優待

1 4:
株式分割

（前期比15円の増配）
円901株当たり

※株式分割前の金額

当期（2017年2月期）
の配当

次期（2018年2月期）
の配当予想

円22.51株当たり

※株式分割（1:4）後の金額
 （分割前の金額で算出すると90円）
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Stock Information / Corporate Data株式関連情報／会社情報

 商号 株式会社トライステージ

Tri-Stage Inc.

 本店 〒105-0022
東京都港区海岸一丁目2番20号
汐留ビルディング21階
TEL. 03-5402-4111（代表）

 URL http://www.tri-stage.jp/

 設立日 2006年3月3日

 資本金 645,547千円

 従業員数 連結 310名　単体 165名

会社概要 （2017年2月28日現在）

株式分布状況

金融機関
4名
0.05%

その他の法人
59名
0.74%

金融商品取引業者
11名
0.138%

自己名義株式
1名
0.01%

外国法人等
26名
0.32%

個人・その他
7,828名
98.72%

所有者数別

所有株数別

金融機関
188,800株
2.47%

その他の法人
1,496,700株
19.62%

金融商品取引業者
63,485株
0.83%

個人・その他
5,273,098株
69.12%

外国法人等
244,279株
3.20%

自己名義株式
362,938株
4.76%

（2017年2月28日現在）

取締役・監査役・執行役員 （2017年5月26日現在）

 代表取締役会長 丸田　昭雄

 取締役 社長執行役員 妹尾　　勲

 取締役 上席執行役員 鈴木雄太郎 

 取締役 上席執行役員 前田　充章

 取締役（非常勤） 加島　敏幸 ※

 取締役（非常勤） 杉山　博髙 ※

 取締役（非常勤） 中條　　宰 ※

 取締役（非常勤） 辻　　　壮 ※

 監査役 柳瀬　貞朝 ※

 監査役（非常勤） 百合本安彦 ※

 監査役（非常勤） 藤井　幹晴 ※

 執行役員 緒方　健介 

 執行役員 倉田　育尚 

※社外役員

　株主名 持株数（株） 持株比率（％）

丸田　昭雄 1,643,100 21.53
双日株式会社 1,445,600 18.94
妹尾　勲 1,068,100 13.99
中村　恭平 366,000 4.79
小杉　誠 167,800 2.19
日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社（信託口） 130,600 1.71

Deutsche Bank 
AG London 610 49,000 0.64

J.P. MORGAN SECURITIES 
LLC－CLEARING 46,100 0.60

BARCLAYS CAPITAL 
SECURITIES LIMITED 40,100 0.52

野村信託銀行株式会社（投信口） 35,500 0.46

大株主

(注 ) 1. 当社は、自己株式362,938株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

（2017年2月28日現在）

 発行可能株式総数 24,000,000株

 発行済株式数 7,629,300株

 株主数 7,929名

（2017年2月28日現在）株式の状況

インターネットで「トライステージ IRメール登
録」と検索、または右のQRコードを携帯電話
で読みとっていただき、IRメール登録フォーム
にメールアドレスをご登録ください

トライステージの
最新ニュースをメールで
お届けします

IRメール配信登録方法



株主メモ

〒105-0022 東京都港区海岸一丁目2番20号
電話番号／03-5402-4111（代表）　ファックス／03-5402-4115
URL／http://www.tri-stage.jp/

 事業年度 3月1日～翌年2月末日

 期末配当金
　受領株主確定日

2月末日
中間配当を行う場合は8月31日

 定時株主総会 毎年5月

 株主名簿管理人 および
　特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

 株主名簿管理人
　事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（郵便物送付先） 〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

　（電話照会先） 0120－782－031
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

 上場証券取引所 東京証券取引所 マザーズ

 公告の方法

電子公告により行う
公告掲載URL　http://www.tri-stage.jp/
（ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他の 
 やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告い 
  たします。）

【株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、口座のある証
券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先
にご連絡ください。
【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主
名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設してお
ります。特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いい
たします。
【未受領の配当金について】
三井住友信託銀行本支店でお支払いたします。

● 特別口座から一般口座への振替請求
● 単元未満株式の買取（買増）請求
● 住所・氏名等のご変更
● 特別口座の残高照会
● 配当金の受領方法の指定（*）
● 郵送物等の発送と返戻に関する
　 ご照会
● 支払期間経過後の配当金に関する
　 ご照会
● 株式事務に関する一般的なお問合せ

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120－782－031（通話料無料）
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

[手続き書類のご請求方法]
● インターネットによるダウンロード
　 http://www.smtb.jp/personal/agency/request/
● インターネットでの用紙のご請求
　 https://www01.smtb.jp/enquete/agency/index.html

特別口座の
口座管理機関

株 主 名 簿
管 理 人

■ 特別口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

【株式に関するお手続きについて】

● 郵送物等の発送と返戻に関する
　 ご照会
● 支払期間経過後の配当金に関する
　 ご照会
● 株式事務に関する一般的なお問合せ

三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
0120－782－031（通話料無料）
土・日・祝祭日を除く9:00～17:00

口座を開設されている証券会社等にお問合せください。● 上記以外のお手続き、ご照会等

株 主 名 簿
管 理 人

■ 証券会社等の口座に記録された株式
お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

（*） 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

 株式関係業務におけるマイナンバーの利用

 マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

マイナンバーに関するお知らせ

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関
係のお手続きで必要となります。このため、株主様から株
式をお預けの証券会社などへ、マイナンバーをお届出い
ただく必要がございます。

法定に定められたとおり、税務署へ提出する支払調書に
は、株主様のマイナンバーの記載が必要になります。

主な支払調書
● 配当金に関する支払調書
● 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関
する支払調書

証券会社にて株式をお預けの株主様

株式をお預けの証券会社までお問い合わせください。

証券会社にて株式をお預けでない株主様
フリーダイヤルまでお問い合わせください。
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

 0120-782-031

http://www.tri-stage.jp/

http://www.tri-stage.jp/ir/

▼ 当社ホームページ

▲ 投資家情報ページ


